2022年度「埼玉発世界行き」奨学金コース

募集概要

一般奨学金
対象

コース名

1

学位取得コース

奨学金額

海外の大学・大学院での学位取得を目的とする留学

募集人数
（それぞれ以内）

100万円 ※

10人

20万円 ※

50人

50万円

30人

大学生の1か月以上の海外体験活動
2

地域活躍コース

※出発前又は帰国後に、県内の企業又は団体でのインター
ンシップに参加できる方

3

高校生留学コース

海外の高等学校への３か月以上の留学

※低所得世帯等の学生に係る特例あり（２ページ参照）

冠奨学金 (企業・団体・個人がスポンサーのオーダーメイド型奨学金)
対象

コース名

1

カロネコ奨学金
（株式会社金子製作所)

奨学金額

募集人数
（それぞれ以内）

芸術・文化の知識・技能を習得するため海外で学ぶ女子学

50万円

生を支援

2人

(１か月以上の海外体験活動)
地球環境改善活動やSDGsに高い意識を持ち、将来は海外に

グローバル

貢献する強い意志のある学生を支援
2

コース

(2週間以上の海外体験活動)
※低所得世帯の出身者で努力している希望者を歓迎

カネパッケージ奨学金
（カネパッケージ株式会社)

50万円

高校生・専修学校生含む

海外への渡航の自由が制限される中でも海外での学びをあ
きらめず、将来、世界に貢献する意志が強い学生を支援(国
内から海外の講義にオンラインで１か月以上参加）

3

1人

※低所得世帯の出身者で努力している希望者を歓迎

オンライン
留学コース

2人

25万円

高校生・専修学校生含む

4

グリーン・アート奨学金
（株式会社グリーン・アート）

国際的な高度な知識・技術の習得を目指して現地の社会イ
ンフラ状況や環境問題を学ぶ目的で留学する学生を支援
(１か月以上の海外体験活動)

50万円

1人

50万円

3人

高校生含む

東南アジア諸国への地域貢献に高い関心・意欲を持ち、国
際的な視野や高度な知識・技術の習得を目指して、埼玉か
5

サイエイホールディングス奨学金

ら世界へ羽ばたく人材を支援

（サイエイホールディングス株式会社）

(１か月以上の海外体験活動)
※経済的に恵まれない環境で努力している希望者を優先
高校生含む

6

浦和競馬チャレンジ奨学金
（埼玉県浦和競馬組合)

7

8

9

10

地域貢献の高い志を有し国際的な視野や高度な知識等習得

（長期）

を目的に海外体験活動をする学生を支援

120万円

(１年以上（大学等への留学の場合は実質９か月）（長期）
（短期）

又は1か月以上（短期）の海外体験活動)
※経済的に恵まれない環境で努力している希望者を優先

未来へつなぐ地域とJAさいたま奨学金
（さいたま農業協同組合)
シン建工業真心奨学金
（シン建工業株式会社）

セブン＆アイ グローバル奨学金

2人

50万円

16人

JAさいたま管内に在住（親を含む）の高校生・大学生・大
学院生を支援
(１か月以上の海外体験活動)

50万円

3人

50万円

1人

50万円

2人

高校生含む

チャレンジ精神と真心を持って課題に前向きに取り組む若
者を支援
(１か月以上の海外体験活動)
グローバルな視点で持続可能な社会を拓く強い意欲を有す
る人材を支援

（株式会社セブン＆アイ･ホールディングス） (１か月以上の海外体験活動)

高校生含む

奨学金名

対象

(創設団体・寄附者)

11

あなたにカンケイあるテレビ

自らの夢に向かってチャレンジし、将来社会で活躍する

テレ玉奨学金

高い志を持つ者を支援

（株式会社テレビ埼玉）

(１か月以上の海外体験活動)

NIPPON SIGNAL
12

グローバルチャレンジ奨学金
（日本信号株式会社)

奨学金額

募集人数

50万円

1人

50万円

1人

50万円

2人

高校生含む

自らの成長に向けてチャレンジし、国際社会の発展、持
続可能な社会の実現に貢献する志を持つ学生を支援
(１か月以上の海外体験活動)
※児童養護施設入所者もしくはその出身者を歓迎
高校生含む

東南アジア諸国の発展に貢献する学習、研究を目的に留

「水のマエザワ」
13

東南アジア留学奨学金
（前澤工業株式会社)

学する学生を支援
(１か月以上の留学)
※東南アジア諸国における、水問題の解決に資する技
術、政策、制度、法律、又は産業および経済発展の方向
性に関する学習、研究を希望する方を歓迎
将来モビリティ分野にて、世界をリードする技術革新を
起こし、持続可能な社会の実現への貢献を目指す意欲が
強い方を応援（大学、大学院への学位取得を目的とした

14

留学）

マレリ未来奨学金
（マレリ株式会社)

※モノづくりに興味ある理工系学生、児童養護施設・ひ

135万円

1人

/年

とり親世帯出身者歓迎
大学で学んでいる知識・技術を生かし将来、製造業で働
く意欲が強い学生を支援

（短期）

(1か月以上の海外体験活動)

15

（学位）

※モノづくりに興味ある理工系学生、児童養護施設・ひ

55万円

2人

とり親世帯出身者歓迎歓迎
埼玉県、ひいては日本の振興に貢献する高い志とチャレ
16

もりくまファーストステップ奨学金
（株式会社もりくま）

ンジ精神を持って、新たなる自分の人生に挑戦したい若
者を支援(１か月以上の海外体験活動)

17

（株式会社ヤオコー)

1人

50万円

1人

50万円

1人

※児童養護施設、ひとり親世帯又はフリースクール出身
者を歓迎

ヤオコー奨学金

50万円
高校生含む

将来地域で活躍する強い意欲を持った学生を支援
(１か月以上の海外体験活動)
※「食」に関する内容の海外体験活動を歓迎
医療、看護、介護、リハビリテーション、食、運動など

18

眞美ちゃん奨学金

の健康づくり、住まい、生活支援に関する多様な留学等
の１か月以上の海外体験活動

専修学校生含む

国際的な視野と高度な知識・技術の習得のための学位取
19

得を目的とした留学をする女性を支援

（学位）

※フリースクール出身者又は児童養護施設の生徒又はそ

120万円

4人

の出身者を歓迎
チャレンジ精神を持ち、将来、日本経済の持続的成長と
埼玉県の産業と文化の振興に貢献するグローバル人材と
して活躍する夢を持つ女性
20

はばたけ！女性応援奨学金

（１年（大学等への留学の場合は実質９か月）以上の留
学等の海外体験活動）

（長期）
120万円

4人

※フリースクール出身者又は児童養護施設の生徒又はそ
の出身者を歓迎
チャレンジ精神を持ち、将来グローバル人材として活躍
する夢を持つ女性を支援
21

（短期）

(１か月以上の海外体験活動)
※フリースクール出身者又は児童養護施設の生徒又はそ
の出身者を歓迎

50万円

6人

高校生含む

（寄附者名５０音順）

奨学金のコース
「埼玉発世界行き」一般奨学金
〇 埼玉発世界行き一般奨学金……………………………………………………… ３
・学位取得コース
・地域活躍コース
・高校生留学コース

「埼玉発世界行き」冠奨学金
〇 カロネコ奨学金（株式会社金子製作所）……………………………………… ４
〇 カネパッケージ奨学金（カネパッケージ株式会社）………………………… ５
〇 グリーン・アート奨学金（株式会社グリーン・アート）…………………… ６

〇 サイエイホールディングス奨学金（サイエイホールディングス株式会社） ７
〇 浦和競馬チャレンジ奨学金（埼玉県浦和競馬組合）………………………… ８
〇 未来へつなぐ地域とJAさいたま奨学金（さいたま農業協同組合）………… ９
○ シン建工業真心奨学金（シン建工業株式会社）………………………………１０
○ セブン＆アイ グローバル奨学金（株式会社セブン＆アイホールディングス）
…………………… １１
○ あなたにカンケイあるテレビ

テレ玉奨学金（株式会社テレビ埼玉）……１２

〇 NIPPON SIGNAL グローバルチャレンジ奨学金（日本信号株式会社）……１３
〇「水のマエザワ」 東南アジア留学奨学金（前澤工業株式会社）……………１４
〇 マレリ未来奨学金（マレリ株式会社）…………………………………………１５
○ もりくまファーストステップ奨学金（株式会社もりくま）…………………１６
〇 ヤオコー奨学金（株式会社ヤオコー）…………………………………………１７
〇 眞美ちゃん奨学金（馬場眞美子様）……………………………………………１８
○はばたけ！女性応援奨学金（匿名）…………………………………………… １９

「埼玉発世界行き」奨学金とは？
「埼玉発世界行き」奨学金は、海外へ挑戦する志高い若者を対象とした給付型の奨学金
制度です。県民の皆様からのご寄附と県の補助金により設置した「埼玉グローバル人材活
躍基金」による奨学金が全３コース。寄附者の意向を反映したオーダーメイド型の「冠奨
学金」は、企業・団体・個人からのご寄附により、2022年度は全2１コースを設置します。

奨学金の申請方法
オンラインシステムで申請者情報を登録
https://www.ggsaitama.jp/for-japanese/studying-abroad/

システム

登録
申請する奨学金ごとに登録したIDとパスワードでログイン
申請書作成

（パスワードは、半角英数字８文字以上）

書類の送付

申請書を印刷して写真を貼り、署名の上、チェックリストに従って
必要書類を同封し、郵送（簡易書留）
システム登録期限 令和４年５月２０日１２時
申請書類送付期限 令和４年５月２０日（消印有効）

書類・面接による選考

選考

（選考方法はコースによって異なります。）

内定後、要件を満たした方を正式決定
内定・
決定
請求に基づき奨学金の給付
奨学金
交付

新型コロナウイルス感染症による渡航制限について
外務省の安全情報及び感染症危険情報がいずれもレベル１以下の場合に奨学金を支給し
ます。 ただし、新型コロナウイルス感染症の影響による感染症危険情報レベルのみ２又は
３の場合については、 新型コロナウイルスの感染防止策に関する書類を添付した誓約書の
提出等、所定の条件を満たすことで 奨学金を支給します。詳しくは、各募集要項をご覧く
ださい。

問い合わせ先
グローバル人材育成センター埼玉
＜事務局＞（公財）埼玉県国際交流協会
〒330-0074
埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-6-5（埼玉県浦和合同庁舎３階）
電話:048-833-2995 FAX:048-822-3808
URL:https://ggsaitama.jp Email:global@sia1.jp(siaの後は数字の1)

１

低所得世帯等の学生に係る特例について
海外留学を志す若者が家庭の経済的理由により留学先大学への出願等ができず、
海外留学を断念することのないよう、一般奨学金の学位取得コース及び地域活躍
コースで低所得世帯等の学生に向けた特例を新たに設定しました。

○奨学金の給付額を引き上げます！
（２）地域活躍コース

（１）学位取得コース
給付額 100万円 ⇒

200万円

給付額 ２0万円 ⇒

・ 次年度以降も同コースへの応募可能。
但し給付額は100万円
・ 対象は高等学校等卒業後3年以内

100万円

・大学間協定留学や海外体験活動

○留学開始希望年度の1年前の応募が可能に！
これにより、奨学生内定者には入学手続き時に必要な財政証明書に代わるものとし
て奨学金受給資格証明書を発行します。

○対象者
区 分

要 件

追加で提出が必要な書類

保護者等が生活保護を受
給している世帯の出身者
である場合

・生活保護受給証明書（福祉事務所長が証
明したもの）
・保護者等の住民票の写し

イ 市町村民税
非課税者

応募者及び保護者等の市
町村民税均等割の税額が
０円である場合

・応募者及び保護者等の令和４年度課税
（所得）証明書（市町村が発行した証明
書であって、令和４年度市町村民税均等
割（令和３年の所得に係るもの）の税額
が確認できるもの（市町村により書類の
名称は異なります））
※ なお、市町村において令和４年度の
課税（所得）証明書の発行が応募受付
期間内に行われない場合に限り、当該
書類の提出期限を令和４年６月１７日
（金）まで延長します）
・保護者等の住民票の写し

ウ 母子及び父
子並びに寡婦
福祉資金借受
者

保護者等が母子及び父子
並びに寡婦福祉資金貸付
※1を借り受けている場合

・母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付決
定通知（福祉事務所長等が発行した書
類）
・保護者等の住民票の写し

エ 児童養護施
設等出身者

応募者が児童養護施設等
※2の出身者である場合

・児童養護施設等の出身であることを当該
施設の施設長等が証明した書類

ア 生活保護世
帯出身者

※1 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定するもの
※2 児童福祉法に規定する児童養護施設等をいう

※要件などの詳細は、それぞれのコースの募集要項をご確認ください。
２

2022年度「埼玉発世界行き」一般奨学金
コース

対象

学位取得コース
埼玉県の産業と文化の振興に貢献
する高い志を持ち、2022年度中に
海外の大学・大学院へ学位取得を
目的とした留学を開始又は留学中
の方

2022年４月１日現在、４０歳未満の
方

要件

・2022年４月１日現在、本人又は保
護者等(未成年者である場合は
民法上の親権者、成年者である
場合は成年年齢に達するまで親
権者であった者)が、2022年４月1
日現在で１年以上継続して埼玉
県内に住所を有する方

地域活躍コース

高校生留学コース

埼玉県の産業と文化の振興に貢献
する高い志を持ち、2022年度中に、1
か月以上（理系学生は２週間以上）
の海外体験活動をする大学・大学
院・短期大学（以下「大学等」）に在籍
する方

2022年度中に、海外の高等学校に
３か月以上の留学を開始する高等
学校（特別支援学校の高等部、専
修学校の高等課程を含む）に在籍
する方

2022年４月１日現在、１８歳以上４０
歳未満の方で次のいずれかに該当
する方

2022年４月１日現在、次のいずれ
かに該当する方

・埼玉県内の大学等（県内キャンパ
ス在籍２年以上含む）に在籍してい
る方
・埼玉県外の大学等に在籍し、本人
又は保護者等(未成年者である場
合は民法上の親権者、成年者であ
る場合は成年年齢に達するまで親
権者であった者)が2022年４月1日
現在で１年以上継続して埼玉県内
に住所を有する方

・埼玉県内の高等学校に在籍して
いる方
・埼玉県外の高等学校に在籍し、
本人又は保護者等(未成年者で
ある場合は民法上の親権者、成
年者である場合は成年年齢に達
するまで親権者であった者)が
2022年４月1日現在で１年以上継
続して埼玉県内に住所を有する
方

１００万円

２０万円

低所得世帯等のための特例あり
（ｐ２参照）

低所得世帯等のための特例あり
（ｐ２参照）

５０万円

人数

１０名以内

５０名以内

３０名以内

選考方法

書類・面接

書類

書類

その他

・日本国内からオンラインで留学を
開始する場合も支給

・留学前又は後に県内企業等でのイ
ンターンシップに参加すること
・卒業又は帰国後、県内企業に就職
するなど県内で活躍する意思のある
方

・在籍する学校長の留学許可が必要

金額

この奨学金は埼玉県と企業や篤志家の皆様による寄付からなる
「埼玉グローバル人材活躍基金」により運営されています。

大蔵屋商事株式会社
東京キリンビバレッジ株式会社
SMBC日興証券大宮支店
ほか
３

2022年度「埼玉発世界行き」冠奨学金

カロネコ奨学金

趣旨

真摯な姿勢でものごとに取り組み社会の発展のために情熱を持って、チャレンジ
する女性を応援することを目的に、 芸術・文化の知識・技能を習得するために１か
月以上の留学等の海外体験活動をする方に奨学金を支給します。

対象

芸術・文化の知識・技能を習得するための１か月以上の多様な海外体験活動
・海外の大学又は大学院への留学
・海外の語学学校への留学
・海外インターンシップへの参加
・海外ボランティアプログラムへの参加 など

要件

・2022年４月１日現在、１８歳以上２５歳未満の女性の方
・2022年４月１日現在、埼玉県内の大学等（県内キャンパス在籍２年以上含む）に
在籍している方、又は埼玉県外の大学等に在籍している方、日本の高校を2022
年３月に卒業し、海外の大学に進学する予定の方で、本人又は保護者等（成年
年齢に達するまで親権者であった方）が2022年４月１日現在で１年以上継続 して
埼玉県内に住所を有する方
・本奨学金の支援者である株式会社金子製作所に対する挨拶及び成果報告、帰
国後のフォローアップ調査への回答など、奨学生の責務を全うする意思のある方

金額

５０万円

人数

【カロネコ奨学金

２名以内

選考
方法

書類・面接

設置者：株式会社金子製作所】

カロネコについて

４

2022年度「埼玉発世界行き」冠奨学金

カネパッケージ奨学金
コース

趣旨

カネパッケージグローバル奨学金

カネパッケージオンライン留学奨学金

世界の情勢に常にアンテナを張りながら地球環境改
善活動やＳＤＧｓに高い意識を持ち、将来は海外に貢
献する強い意志が強い者を応援することを目的に、大
学等への留学のみならず、音楽や美術、料理の研修
など、さまざまな分野で留学等の海外体験活動をする
者に奨学金を支給します。
なお、低所得世帯の出身者で努力している希望者から
の応募を歓迎します。

コロナ禍において海外への渡航の自由が制限される
中でも海外での学びをあきらめず、将来、世界に貢献
する意志が強い者を応援することを目的に、１か月間
以上のオンライン留学をする方に奨学金を支給します。
なお、低所得世帯の出身者で努力している希望者から
の応募を歓迎します。

２週間以上の多様な海外体験活動

対象

要件

１か月以上のオンライン留学

・海外の高等学校、大学又は大学院への留学
・海外の語学学校への留学
・海外インターンシップへの参加
・海外ボランティアプログラムへの参加
・海外の料理学校や音楽学校への留学など

・海外の大学又は大学院へのオンライン留学
・海外の語学学校へのオンライン留学など

・2022年４月１日現在、１５歳以上４０歳未満の方
・2022年４月１日現在、埼玉県内の高等学校、専修学校、大学等（大学、大学院、短期大学をいう。以下同様、県
内キャンパス在籍２年以上含む）に在籍している方、又は埼玉県外の高等学校、専修学校、大学等に在籍して
いる方、日本の高校を2022年３月に卒業し、海外の大学に進学する予定の方で、本人又は保護者等（未成年
者である場合は民法上の親権者、成年者である場合は成年年齢に達するまで親権者であった方）が2022年４
月１日現在で１年以上継続して埼玉県内に住所を有する方
・本奨学金の支援者であるカネパッケージ株式会社に対する挨拶及び成果報告、帰国後のフォローアップ調査
への回答など、奨学生の責務を全うする意思のある方

金額

５０万円

２５万円

人数

１名以内

２名以内

選考
方法

書類・面接
【カネパッケージ奨学金設置者：カネパッケージ株式会社】

４

５

2022年度「埼玉発世界行き」冠奨学金

グリーン・アート奨学金

趣旨

「“自然エネルギーの礎”をモットーとした土・緑への心のシャワーを降り注ぎ、
地域に根ざした環境づくりを邁進する」という株式会社グリーン・アートの理念
に共感し、埼玉県の産業振興に貢献する意欲を持ち、国際的な高度な知識・
技術の習得を目指して現地の社会インフラ状況・環境問題を学ぶことを目的
とした１か月以上の海外体験活動を実施する方に奨学金を支給します。
１か月以上の多様な海外体験活動

対象

要件

金額

・海外の高等学校、大学又は大学院への留学
・海外の語学学校への留学
・海外インターンシップへの参加
・海外ボランティアプログラムへの参加など
・2022年４月１日現在、１５歳以上３０歳未満の方
・2022年４月１日現在、埼玉県内の高等学校、大学等（県内のキャンパス在籍２年以
上含む）に在籍している方、又は埼玉県外の高等学校、大学等に在籍している方、
日本の高校を2022年３月に卒業し、海外の大学に進学する予定の方で、本人又は
保護者等（未成年者である場合は民法上の親権者、成年者である場合は成年年
齢に 達するまで親権者であった方）が2022年４月1日現在で１年以上継続して埼玉
県内に住所を有する方
・本奨学金の支援者である株式会社グリーン・アートに対する挨拶及び成果報告、
帰国後のフォローアップ調査への回答など、奨学生の責務を全うする意思のある
方

５０万円

人数

１名以内

選考
方法

書類・面接

【グリーン・アート奨学金設置者：株式会社グリーン・アート】

微笑は緑の国からやってくる。
人と街には緑のホリゾントが必要です。

株式会社 グリーン・アート

６

2022年度「埼玉発世界行き」冠奨学金

サイエイホールディングス奨学金

趣旨

サイエイホールディングス株式会社は、世界各国、特に東南アジア諸国への
地域貢献に高い関心・意欲を持ち、国際的な視野や高度な技術の習得を目
指す方に奨学金を支給します。
なお、経済的に恵まれない環境で努力している留学等の希望者を優先して選
抜するものとします。
※ 東南アジア諸国への地域貢献に高い関心・意欲を持ち、国際的な視野や
高度な知識・技術の習得を目指す者であれば、東南アジア地域以外への
留学も歓迎します。
１か月以上の多様な海外体験活動

対象

・海外の高等学校、大学又は大学院への留学
・海外の語学学校への留学
・海外インターンシップへの参加
・海外ボランティアプログラムへの参加 など

要件

･2022年４月１日現在、１５歳以上４０歳未満の方
・2022年４月１日現在、埼玉県内の高等学校、大学等（県内のキャンパス在籍
２年以上含む）に在籍している方、又は埼玉県外の高等学校、大学等に在
籍している方、日本の高校を2022年３月に卒業し、海外の大学に進学する
予定の方で、本人又は保護者等（未成年者である場合は民法上の親権者、
成年者である場合は成年年齢に達するまで親権者であった方）が2022年
４月1日現在で１年以上継続して埼玉県内に住所を有する方。
・本奨学金の支援者であるサイエイホールディングス株式会社に対する挨拶
及び成果報告、帰国後のフォローアップ調査への回答など、奨学生の責務
を全うする意思のある方

金額

５０万円

人数

３名以内

選考
方法

書類・面接

【サイエイホールディングス奨学金 設置者：サイエイホールディングス株式会社】

教育の幅広い要望に応え、提供する企業でありたい
サイエイホールディングス株式会社は、次の項目に合う考えをお持ちの方を歓迎いたします。
【 1 】東南アジア諸国をはじめとした開発途上国に地域貢献をしたい方
【 2 】帰国後に、当社と共に地域貢献をしたい方
【 3 】当社の基本理念「挑戦する姿勢」を共有し、海外へ可能性を広げたい方
【 4 】当社のCSR理念に共感し、ともに活動したい方
【 5 】経済的に困窮したご家庭(の出身)など、様々な事情により海外留学が難しい方

７

2022年度「埼玉発世界行き」冠奨学金

浦和競馬チャレンジ奨学金
コース

趣旨

長期コース

短期コース

地域貢献に対する高い志を有し、国際的な視野や高度な知識・技術の習得を目指す人材の育成を支援し、
埼玉から世界へ羽ばたく人材を輩出することを目的に、留学等の海外体験活動をする方に奨学金を支給します。
なお、経済的に恵まれない環境で努力している留学等の希望者を優先して選抜するものとします。

１年以上の多様な海外体験活動

１か月以上の多様な海外体験活動

・海外の大学又は大学院への留学
・海外の語学学校への留学
・海外インターンシップへの参加
・海外ボランティアプログラムへの参加など

・海外の大学又は大学院への留学
・海外の語学学校への留学
・海外インターンシップへの参加
・海外ボランティアプログラムへの参加など

要件

・2022年４月１日現在、１８歳以上４０歳未満の方
・2022年４月１日現在、埼玉県内の大学等（県内キャ
ンパス在籍２年以上含む）に在籍している方、又は
埼玉県外の大学等に在籍している方、日本の高校
を2022年３月に卒業し、海外の大学に進学する予
定の方で、本人又は保護者等（成年年齢に達する
まで親権者であった方）が2022年４月1日現在で１
年以上継続して埼玉県内に住所を有する方
・本奨学金の支援者である埼玉県浦和競馬組合に対
する挨拶及び成果報告、帰国後のフォローアップ調
査への回答など、奨学生の責務を全うする意思のあ
る方

・2022年４月１日現在、１８歳以上４０歳未満の方
・2022年４月１日現在、埼玉県内の大学等（県内キャ
ンパス在籍２年以上含む）に在籍している方、又は
埼玉県外の大学等に在籍している方、日本の高校
を2022年３月に卒業した方で海外の大学に進学す
る予定の方で、本人又は保護者等（成年年齢に達
するまで親権者であった方）が2022年４月1日現在
で１年以上継続して埼玉県内に住所を有する方
・本奨学金の支援者である埼玉県浦和競馬組合に対
する挨拶及び成果報告、帰国後のフォローアップ調
査への回答など、奨学生の責務を全うする意思のあ
る方

金額

１２０万円

５０万円

人数

２名以内

１６名以内

対象

選考

書類・面接

方法

【浦和競馬チャレンジ奨学金

設置者：埼玉県浦和競馬組合】

浦和競馬場は、戦後に制定された競馬法に基づき、1948年(昭和23年)9月23日
に埼玉県主催の公営浦和競馬を初めて開催した、歴史ある地方競馬の競馬場です。
競馬の開催にあわせて埼玉県内各地の地域振興、畜産振興を企画したイベントを
行いレジャースポットとして親しまれているほか、競馬を開催しない日には馬場内
公園を開放しており、季節の花々が咲く緑豊かなスペースを近隣の方々に提供して
います。
売上の一部は、全国の畜産振興や地方財政の改善に貢献しています。
また県とさいたま市には昭和52年の組合設立から令和２年まで、約113億1千万
円の配分金を拠出し、このうち令和２年度は６億２千万円（県／約４億８千万円、
市／約１億４千万円）となっており、埼玉県では乳幼児医療費助成、さいたま市で
は小学校の施設改修に活用されています。

８

浦和競馬オリジナル
キャラクター
ウラワール

2022年度「埼玉発世界行き」冠奨学金

未来へつなぐ地域とＪＡさいたま奨学金
趣旨

さいたま農業協同組合（以下「JAさいたま」という。）管内の未来へはばたく若者を
応援することを目的に、１か月以上の留学等の海外体験活動をする方に奨学金を
支給します。
１か月以上の多様な海外体験活動

対象

要件

金額

・海外の高等学校、大学又は大学院への留学
・海外の語学学校への留学
・海外インターンシップへの参加
・海外ボランティアプログラムへの参加 など
・2022年４月１日現在、１５歳以上４０歳未満の方
・2022年４月１日現在、１年以上継続してJAさいたま管内
（さいたま市（岩槻区を除く）、川口市、鴻巣市（旧川里町を除く）、上尾市、草加市
（青柳町、柿木町を除く）、蕨市、戸田市、桶川市、北本市、伊奈町）に住所を有す
る方、若しくは保護者等（未成年者である場合は民法上の親権者、成年者である
場合は成年年齢に達するまで親権者であった方）が１年以上継続してJAさいたま
管内に住所を有する方
・2022年４月１日現在、高等学校、大学等に在籍している方。ただし、日本の高校を
2022年３月に卒業した方で海外の大学に進学する予定の方も対象とする。
・本奨学金の支援者であるさいたま農業協同組合に対する挨拶及び成果報告、帰
国後のフォローアップ調査への回答など、奨学生の責務を全うする意思のある方

５０万円

人数

３名以内

選考
方法

書類・面接

【未来へつなぐ地域とJAさいたま奨学金 設置者：さいたま農業協同組合】

JAは、相互扶助の精神のもとに農家の営農と生活を守
り高め、よりよい社会を築くことを目的に組織された協
同組合です。
営農や生活の指導のほか、生産資材・生活資材の共同
購入や農畜産物の共同販売、貯金の受け入れ、農業生産
資金や生活資金の貸し付け、農業生産や生活に必要な共
同利用施設の設置、あるいは万一の場合に備える共済等
の事業や活動を行っています。

９

2022年度「埼玉発世界行き」冠奨学金

シン建工業真心奨学金

趣旨

シン建工業株式会社は、社名の由来でもある「真心」信用・信頼を第一義に事にあ
たる、地域そして多くの人から「信頼される会社」であり続けることを社是にしていま
す。
そうした当社の社是に共感し、１か月以上の留学等の海外体験活動をする方に奨
学金を支給します。
チャレンジ精神と真心を持って課題に前向きに取り組む若者を応援します。

１か月以上の多様な海外体験活動
対象

要件

金額

・海外の大学又は大学院への留学
・海外の語学学校への留学
・海外インターンシップへの参加
・海外ボランティアプログラムへの参加など
・2022年４月１日現在、１８歳以上４０歳未満の方
・2022年４月１日現在、埼玉県内の大学等（県内のキャンパス在籍２年以上含む）に
在籍している方、又は埼玉県外の大学等に在籍している方、日本の高校を2022年
３月に卒業し、海外の大学に進学する予定の方で、本人又は保護者等（成年年齢
に達するまで親権者であった方）が2022年４月1日現在で１年以上継続して埼玉県
内に住所を有する方。
・本奨学金の支援者であるシン建工業株式会社に対する挨拶及び成果報告、帰国
後のフォローアップ調査への回答など、奨学生の責務を全うする意思のある方

５０万円

人数

【シン建工業真心奨学金

１名以内

選考
方法

設置者：シン建工業株式会社】
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書類・面接

2022年度「埼玉発世界行き」冠奨学金

セブン＆アイグローバル奨学金

趣旨

株式会社セブン＆アイ・ホールディングスは、セブン‐イレブンなどグループ会社を
通じてさまざまな海外事業を展開。グローバルな視点で持続可能な社会を拓く強
い意欲を有する人材の育成支援に向け、1か月以上の留学等の海外体験活動を
する方に奨学金を支給します。
１か月以上の多様な海外体験活動

対象

要件

金額

・海外の高等学校、大学又は大学院への留学
・海外インターンシップへの参加
・海外ボランティアプログラムへの参加など
・2022年４月１日現在、１５歳以上４０歳未満の方
・2022年４月１日現在、埼玉県内の高等学校、大学等（県内のキャンパス在籍２年
以上含む）に在籍している方、又は埼玉県外の高等学校、大学等に在籍している
方、日本の高校を2022年３月に卒業し、海外の大学に進学する予定の方で、本人
又は保護者等（未成年者である場合は民法上の親権者、成年者である場合は成
年年齢に達するまで親権者であった方）が2022年４月1日現在で１年以上継続し
て埼玉県内に住所を有する方
・本奨学金の支援者である株式会社セブン＆アイ･ホールディングスに対する挨拶
及び成果報告、帰国後のフォローアップ調査への回答など、奨学生の責務を全う
する意思のある方

５０万円

人数

２名以内

選考

書類・面接

方法
【セブン＆アイ グローバル奨学金

設置者：株式会社セブン＆アイ･ホールディングス】

暮らしとともにーセブン＆アイグループ

11

2022年度「埼玉発世界行き」冠奨学金

あなたにカンケイあるテレビ テレ玉奨学金
趣旨

株式会社テレビ埼玉は、自らの夢に向かってチャレンジし、将来社会で活躍する
高い志を持つ方を応援することを目的に、１か月以上の留学等の海外体験活動
をする方に奨学金を支給します。
１か月以上の多様な海外体験活動

対象

要件

金額

・海外の高等学校、大学又は大学院への留学
・海外の語学学校への留学
・海外インターンシップへの参加
・海外ボランティアプログラムへの参加など
･2022年４月１日現在、１５歳以上２５歳未満の方
・2022年４月１日現在、埼玉県内の高等学校、大学等（県内のキャンパス在籍２年
以上含む）在籍している方、又は埼玉県外の高等学校、大学等に在籍している方、
日本の高校を2022年３月に卒業し、海外の大学に進学する予定の方で、本人又
は保護者等（未成年者である場合は民法上の親権者、成年者である場合は成年
年齢に達するまで親権者であった方）が2022年４月1日現在で１年以上継続して
埼玉県内に住所を有する方
･渡航先で現地の様子を映像や画像によりレポートし、その様子をテレビ埼玉の番組
で紹介できる方
・本奨学金の支援者である株式会社テレビ埼玉に対する挨拶及び成果報告、帰国
後のフォローアップ調査への回答など、奨学生の責務を全うする意思のある方

５０万円

人数

１名以内

選考
方法

書類・面接

【あなたにカンケイあるテレビ テレ玉奨学金 設置者：株式会社テレビ埼玉】
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2022年度「埼玉発世界行き」冠奨学金

グローバルチャレンジ奨学金

趣旨

日本信号株式会社は、自らの成長に向けてチャレンジし、国際社会の発展、持続
可能な社会の実現に貢献する志を持って、1か月以上の留学等の海外体験活動を
する方に奨学金を支給します。

対象

１か月以上の多様な海外体験活動
・海外の高等学校、大学又は大学院への留学
・海外の語学学校への留学
・海外インターンシップへの参加
・海外ボランティアプログラムへの参加など

要件

・2022年４月１日現在、１５歳以上２５歳未満の方
・2022年４月１日現在、埼玉県内の高等学校、大学等（県内のキャンパス在籍２年
以上含む）に在籍している方、又は埼玉県外の高等学校、大学等に在籍している
方、日本の高校を2022年３月に卒業し、海外の大学に進学する予定の方で、本
人又は保護者等（未成年者である場合は民法上の親権者、成年者である場合は
成年年齢に達するまで親権者であった方）が2022年４月1日現在で１年以上継続
して埼玉県内に住所を有する方
・本奨学金の支援者である日本信号株式会社に対する挨拶及び成果報告、帰国
後のフォローアップ調査への回答など、奨学生の責務を全うする意思のある方
※児童養護施設等の入所者若しくはその出身者を歓迎します。

金額

５０万円

人数

１名以内

【NIPPON SIGNAL グローバルチャレンジ奨学金
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選考
方法

書類・面接

設置者：日本信号株式会社】

2022年度「埼玉発世界行き」冠奨学金

「水のマエザワ」東南アジア留学奨学金
「水とともに躍進し人間らしさを求め社会に貢献できる魅力ある企業」という前澤工
業株式式会社の経営理念に共感し、東南アジア諸国の発展に貢献する学習、研究
を目的とした１か月以上の海外留学を実施する方に奨学金を支給します。

趣旨

※ タイ、ベトナムをはじめとする東南アジア諸国における水問題の解決に資する技
術、政策、制度、法律又は産業及び経済発展の方向性に関する学習、研究を希
望する方を歓迎します。
※東南アジアとは、タイ、ベトナム、ミャンマー、インドネシア、カンボジア、シンガ
ポール、フィリピン、ブルネイ、マレーシア、ラオス、東ティモールの１１か国をい
います。

対象

大学又は公的な教育、研究機関への１か月以上の留学
※水問題の解決に資する技術、政策、制度、法律に関する学習、研究であれば、
東南アジア以外の地域への留学を希望する場合も、奨学金支給の対象とします。

要件

・2022年４月１日現在、１８歳以上４０歳未満の方
・2022年４月日現在、埼玉県内の大学等（県内キャンパス在籍２年以上含む）に在
籍している方、又は埼玉県外の大学等に在籍している方、日本の高校を2022年
３月に卒業し、海外の大学に進学する予定の方で、本人又は保護者等（成年年
齢に達するまで親権者であった方）が2022年４月１日現在で１年以降継続して埼
玉県内に住所を有する方
・本奨学金の支援者である前澤工業株式会社に対する挨拶及び成果報告、帰国
後のフォローアップ調査への回答など、奨学生の責務を全うする意思のある方

金額

５０万円

人数

２名以内

【「水のマエザワ」東南アジア留学奨学金
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選考
方法

書類・面接

設置者：前澤工業株式会社】

2022年度「埼玉発世界行き」冠奨学金

マレリ未来奨学金
コース

趣旨

学位取得コース

短期コース

埼玉県の産業の振興に貢献する高い志とチャレンジ精神を持ち、将来、世界をリードする技術革新を起こし、持
続可能な社会の実現への貢献を目指す意欲の強い方を応援することを目的に奨学金を支給します。
※ 理工系学生、児童養護施設等の入所者もしくはその出身者又はひとり親世帯出身の学生を歓迎します。

１か月以上の多様な海外体験活動

対象

2022年度中に海外の大学・大学院へ学位取得を
目的とした留学を開始する方、又は留学中の方

・海外の大学は大又学院への留学
・海外の語学学校への留学
・海外インターンシップへの参加
・海外ボランティアプログラムへの参加 など

要件

・2022年４月１日現在、１８歳以上４０歳未満の方
・2022年４月１日現在、本人又は保護者等（成年年
齢に達するまで親権者であった方）が、2022年４月1
日現在で１年以上継続して埼玉県内に住所を有す
る方
・今回の海外体験活動に関し他の給付型奨学金を受
給している方は不可
・本奨学金の支援者であるマレリ株式会社に対する
挨拶及び成果報告、帰国後のフォローアップ調査
への回答など、奨学生の責務を全うする意思のあ
る方

・2022年４月１日現在、１８歳以上４０歳未満の方
・2022年４月１日現在、埼玉県内の大学等（県内キャ
ンパス在籍２年以上含む）に在籍している方、又は
埼玉県外の大学等に在籍している方、日本
の高校を2022年３月に卒業し、海外の大学に進学
する予定の方で、本人又は、保護者等（成年年齢に
達するまで親権者であった方）が2022年４月1日現
在で１年以上継続して埼玉県内に住所を有する方
・今回の海外体験活動に関し他の給付型奨学金を
受給している方は不可
・本奨学金の支援者であるマレリ株式会社に対す
る挨拶及び成果報告、帰国後のフォローアップ
調査への回答など、奨学生の責務を全うする意
思のある方

金額

１３５万円／１年（最長４年間）

５５万円

人数

１名以内

２名以内

選考
方法

書類・面接

４
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2022年度「埼玉発世界行き」冠奨学金

もりくまファーストステップ奨学金

趣旨

埼玉県、ひいては日本の振興に貢献する高い志とチャレンジ精神を持って、この
チャンスをきっかけに新たなる自分の人生に挑戦したい若者を応援するため、１か
月以上の留学等の海外体験活動をする方に対し、奨学金を支給します。
児童養護施設の入所者又はその出身者、ひとり親世帯の出身者若しくはフリース
クール出身者又は在学中の方を歓迎します。
１か月以上の多様な海外体験活動

対象

要件

金額

・海外の高等学校、大学又は大学院への留学
・海外の語学学校への留学
・海外インターンシップへの参加
・海外ボランティアプログラムへの参加など
・2022年４月１日現在、１５歳以上２５歳未満の方
・2022年４月１日現在、埼玉県内の高等学校、大学等（県内のキャンパス在籍２年
以上含む）に在籍している方、又は埼玉県外の高等学校、大学等に在籍している
方、日本の高校を2022年３月に卒業し、海外の大学に進学する予定の方で、本
人又は保護者等（未成年者である場合は民法上の親権者、成年者である場合は
成年年齢に達するまで親権者であった方）が2022年４月1日現在で１年以上継続
して埼玉県内に住所を有する方
・本奨学金の支援者である株式会社もりくまに対する挨拶及び成果報告、帰国後
のフォローアップ調査への回答など、奨学生の責務を全うする意思のある方

５０万円

人数

１名以内

【もりくまファーストステップ奨学金

選考
方法

書類・面接

設置者：株式会社もりくま】

■もりくまコレクターズ
お客様がお持ちの美術品・骨董品現金高価買取いたします。
■質屋もりくま（埼玉県公安委員会第浦和055）
お客様がお持ちの美術品・骨董品を担保としてお預かりの上、現金をお貸しいたします。

■もりくまオークション
お客様のお品物をお預かりして、ネット・店頭販売を致しております。

■もりくまショッピング
在庫の優品をネット販売しております。

■もりくまジャッジメント
美術品をお預かりして鑑定を行っております。
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2022年度「埼玉発世界行き」冠奨学金

ヤオコー奨学金

趣旨

「豊かで楽しい食生活提案型スーパーマーケット」でお客様の日常生活に貢献し、地
域文化の向上・発展に寄与する株式会社ヤオコーは、将来地域で活躍する強い意
欲を持った学生を支援することを目的に、１か月以上の留学等の海外体験活動をす
る方に奨学金を支給します。
※ 「食」に関する内容の海外体験活動を希望する方を歓迎します。
１か月以上の多様な海外体験活動

対象

要件

金額

・海外の大学又は大学院への留学
・海外の語学学校への留学
・海外インターンシップへの参加
・海外ボランティアプログラムへの参加など
・2022年４月１日現在、１８歳以上４０歳未満の方
・2022年４月１日現在、埼玉県内の大学等（県内のキャンパス在籍２年以上含む）に
在籍している方、又は埼玉県外の大学等に在籍している方、日本の高校を2022年
３月に卒業し、海外の大学に進学する予定の方で、本人又は保護者等（成年年齢
に達するまで親権者であった方）が2022年４月1日現在で１年以上継続して埼玉県
内に住所を有する方
・本奨学金の支援者である株式会社ヤオコーに対する挨拶及び成果報告、帰国後
のフォローアップ調査への回答など、奨学生の責務を全うする意思のある方

５０万円

人数

【ヤオコー奨学金

１名以内

選考
方法

書類・面接

設置者：株式会社ヤオコー】

わたしたちの経営理念は、
「生活者の日常の消費生活をより豊かにすることによって、地域文化の向上・発展に寄与すること」です。
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2022年度「埼玉発世界行き」冠奨学金

眞美ちゃん奨学金
趣旨

将来、海外での経験を生かして、医療、看護、介護、リハビリテーション、食、
運動などの健康づくり、住まい、生活支援に関する分野で地域に貢献する意志
を持った方に奨学金を支給します。

１か月以上の医療、看護、介護、リハビリテーション、食、運動などの健康づ
くり、住まい、生活支援に関する多様な海外体験活動
対象

要件

金額

・海外の大学又は大学院への留学
・海外インターンシップへの参加
・海外ボランティアプログラムへの参加

など

・2022年４月１日現在、１８歳以上４０歳未満の方
・2022年４月１日現在、埼玉県内の専修学校、大学等（県内キャンパス在籍２
年以上含む）に在籍して いる方、又は埼玉県外の専修学校、大学等に在籍し
ている方、日本の高校を2022年３月に卒業し、海外の大学に進学する予定の
方で、本人又は保護者等（成年年齢に達するまで親権者であった方）が2022
年４月1日現在で１年以上継続して埼玉県内に住所を有する方
・本奨学金の支援者に対する挨拶及び成果報告、帰国後のフォローアップ調査
への回答など奨学生の責務を全うする意思のある方

５０万円

人数

【眞美ちゃん奨学金

１名以内

設置者：馬場

選考
方法

眞美子

書類・面接

様】

日本人の健康観は、例えて言えばお星さまのようなものだと思います。昼間は太陽の強い光
で見えません。しかし、夕空に宵の明星が輝いた後には、夜空に無数の星の輝きが見えてきます。
人は年を重ねるごとに健康への関心が次第に高まり、人生の黄昏に気づいたときに心にわだか
まる健康への不安、それは自分の健康状態を再認識するよい機会ではないでしょうか。
夜空に輝く無数の星は、私たち一人ひとりの健康のシンボル。星の輝きは私たちの心臓の鼓動
のように感じられます。そして、お星さまのように健康で輝いた人生が送れたら、いちばん幸せ
です。
私は、このような健康観のもと、長年にわたり医療や福祉の仕事に携わってきました。今後、
日本社会はさらなる高齢化の進展が見込まれ、健康の重要性はますます高まっていきます。
若い皆さん、この奨学金によって、広い世界で様々なことを学び、経験してください。そして、
将来、地域の人々の健康で輝いた人生を支える人材となっていただくことを期待しています。
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2022年度「埼玉発世界行き」冠奨学金

はばたけ！女性応援奨学金
コース

長期コース

短期コース

趣旨

日本経済の持続的成長と埼玉県の産
業と文化の振興に貢献する高い志と
チャレンジ精神を持ち、国際的な視野
と高度な知識・技術の修得を目的とし
て、留学をする女性を支援します。

チャレンジ精神を持ち、将来日本経済
の持続的成長と埼玉県の産業と文化の
振興に貢献するグローバル人材として
活躍する夢を持つ女性を支援します。

チャレンジ精神を持ち、将来グローバル
人材として活躍する夢を持つ女性を支
援します。

対象

海外の大学又は大学院への留学（学
位取得のための正規課程）
※コミュニティカレッジ及びファウン
デーションコースの留学を除く

１年以上の多様な海外体験活動
・海外の大学又は大学院への留学
・海外の語学学校への留学
・海外インターンシップへの参加
・海外ボランティアプログラムへの
参加など

１か月以上の多様な海外体験活動
・海外の高校又は大学等への留学
・海外の語学学校への留学
・海外インターンシップへの参加
・海外ボランティアプログラムへの
参加など

・2022年４月１日現在、１８歳以上４０歳
未満
・2022年４月１日現在、埼玉県内の大
学等（県内のキャンパス在籍２年以
上含む）に在籍している方、又は埼玉
県外の大学等に在籍している方、日
本の高校を2022年３月に卒業し、海
外の大学に進学する予定の方で、本
人又は保護者等（成年年齢に達する
まで親権者であった方）が2022年４月
1日現在で１年以上継続して埼玉県
内に住所を有する方
・本奨学金の支援者に対する挨拶及び
成果報告、帰国後のフォローアップ調
査への回答など奨学生の責務を全う
する意思のある方
※ フリースクール出身者又は児
童養護施設の生徒又はその
出身者等の応募を歓迎します。

・ 2022年４月１日現在、１５歳以上４０
歳未満
・2022年４月１日現在、埼玉県内の高
等学校、大学等（県内のキャンパス
在籍２年以上含む）に在籍している方、
又は埼玉県外の高等学校、大学等に
在籍している方、日本の高校を2022
年３月に卒業し、海外の大学に進学
する予定の方で、本人又は保護者等
（未成年者である場合は民法上の親
権者、成年者である場合は成年年齢
に達するまで親権者であった方）が
2022年４月1日現在で１年以上継続し
て埼玉県内に住所を有する方
・本奨学金の支援者に対する挨拶及び
成果報告、帰国後のフォローアップ調
査への回答など奨学生の責務を全う
する意思のある方
※ フリースクール出身者又は児童養
護施設の生徒又はその出身者等の
応募を歓迎します。

学位取得コース

要件

・ ２０２２年４月１日現在１８歳以上４０
歳未満
・ ２０２２年４月１日現在、本人又は保
護者等（成人年齢に達するまで民法
上の親権者に相当する方）が、2022
年４月1日現在で１年以上継続して
埼玉県内に住所を有する方
・本奨学金の支援者に対する挨拶及び
成果報告、帰国後のフォローアップ
調査への回答など奨学生の責務を
全うする意思のある方
※ フリースクール出身者又は児
童養護施設の生徒又はその
出身者等の応募を歓迎します。

金額

１２０万円／１年（最長４年間）

１２０万円（単年）

５０万円

人数

４名以内

４名以内

６名以内

選考方法

書類・面接

【 はばたけ！女性応援奨学金 設置者：匿名 】

夢を持つ女性を応援します！

私の若いころ(戦前)は、
こんな制度はありませ
んでした。
チャンスを生かして
はばたいてください。
（寄附者より）

学位取得コース １２０万円
長期コース
１２０万円
短期コース
５０万円

これまでの３年間で、約３０名の女性が夢を叶えました。
あなたのチャレンジをお待ちしています！
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